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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第2222回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月26262626    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 37373737分分分分 仲田仲田仲田仲田　　　　弘毅弘毅弘毅弘毅（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題についてについてについてについて

((((1111)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの辺野古沿岸部埋立承認辺野古沿岸部埋立承認辺野古沿岸部埋立承認辺野古沿岸部埋立承認についてについてについてについて、、、、環境保全環境保全環境保全環境保全へのへのへのへの懸念懸念懸念懸念がががが払拭払拭払拭払拭できないとのできないとのできないとのできないとの
環境生活部環境生活部環境生活部環境生活部のののの意見意見意見意見がありながらがありながらがありながらがありながら承認承認承認承認したとしてしたとしてしたとしてしたとして批判批判批判批判があるががあるががあるががあるが、、、、そのそのそのその経緯経緯経緯経緯についてについてについてについて伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((2222)))) 中間報告中間報告中間報告中間報告でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな考考考考ええええ方方方方があるとしながらがあるとしながらがあるとしながらがあるとしながら、、、、12121212月月月月のののの知事知事知事知事へのへのへのへの報告報告報告報告でででで埋埋埋埋めめめめ立立立立てのてのてのての合理合理合理合理
性性性性をををを認認認認めたとしてめたとしてめたとしてめたとして批判批判批判批判があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県のののの考考考考えとえとえとえと審査審査審査審査のののの過程等過程等過程等過程等についてについてについてについて説明願説明願説明願説明願いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは、、、、辺野古沿岸埋立承認後辺野古沿岸埋立承認後辺野古沿岸埋立承認後辺野古沿岸埋立承認後もももも県外移設県外移設県外移設県外移設をををを求求求求めるめるめるめる姿勢姿勢姿勢姿勢はははは変変変変わらないとわらないとわらないとわらないと述述述述べてべてべてべて
いるがいるがいるがいるが、、、、今後今後今後今後、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの固定化固定化固定化固定化をををを避避避避けるためけるためけるためけるため、、、、どのようなどのようなどのようなどのような対策対策対策対策、、、、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを考考考考えてえてえてえて
いるかいるかいるかいるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県がががが求求求求めためためためた普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止をををを含含含含むむむむ基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減についてについてについてについて、、、、安倍首安倍首安倍首安倍首
相相相相はははは、、、、政府政府政府政府をををを挙挙挙挙げてげてげてげて全力全力全力全力でででで取取取取りりりり組組組組むとしむとしむとしむとし、、、、首脳首脳首脳首脳レベルレベルレベルレベルをををを含含含含めさまざまなめさまざまなめさまざまなめさまざまなレベルレベルレベルレベルでででで議論議論議論議論するするするする
とととと述述述述べているべているべているべている。。。。今後今後今後今後、、、、実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ県県県県としてのとしてのとしてのとしての日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに対対対対するするするする働働働働きかけについてきかけについてきかけについてきかけについて、、、、伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((5555)))) 米側米側米側米側はははは、、、、５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止についてについてについてについて、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの代替施設完成後代替施設完成後代替施設完成後代替施設完成後になるとしていになるとしていになるとしていになるとしてい
るようだがるようだがるようだがるようだが、、、、政府政府政府政府はははは協議会協議会協議会協議会をををを設置設置設置設置しししし協議協議協議協議をををを始始始始めていることのめていることのめていることのめていることの整合性整合性整合性整合性についてについてについてについて、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは、、、、県県県県のののの要求要求要求要求にににに対対対対するするするする政府政府政府政府のののの回答回答回答回答をををを評価評価評価評価しししし、「、「、「、「140140140140万県民万県民万県民万県民をををを代表代表代表代表しておしておしておしてお礼礼礼礼をををを
申申申申しししし上上上上げるげるげるげる」、「」、「」、「」、「驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき内容内容内容内容」、「」、「」、「」、「いいいいいいいい正月正月正月正月がががが迎迎迎迎えられるえられるえられるえられる」」」」などとなどとなどとなどと述述述述べべべべ、、、、批判批判批判批判をををを受受受受けたがけたがけたがけたが、、、、そそそそ
のののの真意真意真意真意はははは何何何何かかかか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは、、、、法律法律法律法律にのっとったにのっとったにのっとったにのっとった手続手続手続手続をををを踏踏踏踏みみみみ埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認したがしたがしたがしたが、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい批判批判批判批判にさらさにさらさにさらさにさらさ
れているれているれているれている。。。。埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその後後後後のののの一連一連一連一連のののの知事知事知事知事のののの姿勢姿勢姿勢姿勢、、、、考考考考ええええ、、、、現実現実現実現実のののの行動等行動等行動等行動等についについについについ
てててて、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな報道報道報道報道がなされているががなされているががなされているががなされているが、、、、知事知事知事知事のののの真意真意真意真意はははは伝伝伝伝わっているとわっているとわっているとわっていると思思思思うかうかうかうか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 返還軍用地返還軍用地返還軍用地返還軍用地のののの利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて

((((1111)))) 嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの返還基地跡地利用返還基地跡地利用返還基地跡地利用返還基地跡地利用についてについてについてについて、、、、県県県県はははは、、、、中南部都市圏駐留軍用地跡地利用中南部都市圏駐留軍用地跡地利用中南部都市圏駐留軍用地跡地利用中南部都市圏駐留軍用地跡地利用
広域構想広域構想広域構想広域構想をををを策定策定策定策定したがしたがしたがしたが、、、、関係市町村関係市町村関係市町村関係市町村がががが策定策定策定策定したしたしたした跡地利用広域構想跡地利用広域構想跡地利用広域構想跡地利用広域構想とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性をどのようをどのようをどのようをどのよう
にににに図図図図りりりり、、、、関係市町村関係市町村関係市町村関係市町村をををを網羅網羅網羅網羅したしたしたした県土県土県土県土のののの有効利用有効利用有効利用有効利用につなげていくかにつなげていくかにつなげていくかにつなげていくか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 2014201420142014年度末年度末年度末年度末までにまでにまでにまでに返還予定返還予定返還予定返還予定ののののキャンプキャンプキャンプキャンプ瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧のののの西普天間地区西普天間地区西普天間地区西普天間地区についてについてについてについて、、、、跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用のののの先先先先
行行行行モデルモデルモデルモデルとととと位置位置位置位置づけづけづけづけ、「、「、「、「拠点返還地拠点返還地拠点返還地拠点返還地」」」」にににに指定指定指定指定するするするする方針方針方針方針のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、拠点返還地拠点返還地拠点返還地拠点返還地のののの意味意味意味意味づけづけづけづけ
についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 西普天間地区西普天間地区西普天間地区西普天間地区のののの跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画のののの策定状況策定状況策定状況策定状況はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 海洋資源海洋資源海洋資源海洋資源のののの開発開発開発開発とととと科学技術科学技術科学技術科学技術のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電などなどなどなど再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの導入導入導入導入とととと安定的安定的安定的安定的ななななエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー需給需給需給需給にににに向向向向けたけたけたけた、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄
科学技術大学院大学等科学技術大学院大学等科学技術大学院大学等科学技術大学院大学等とのとのとのとの連携連携連携連携やややや共同研究等共同研究等共同研究等共同研究等、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 沖縄科学技術大学院大学沖縄科学技術大学院大学沖縄科学技術大学院大学沖縄科学技術大学院大学はははは、、、、世界的世界的世界的世界的レベルレベルレベルレベルのののの研究研究研究研究がががが行行行行われているとわれているとわれているとわれていると聞聞聞聞いているがいているがいているがいているが、、、、知的知的知的知的
産業産業産業産業クラスタークラスタークラスタークラスターのののの形成形成形成形成のののの観点観点観点観点からからからから、、、、県県県県のかかわりについてのかかわりについてのかかわりについてのかかわりについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、、、、沖縄近海沖縄近海沖縄近海沖縄近海のののの豊富豊富豊富豊富なななな海洋資源海洋資源海洋資源海洋資源のののの現状現状現状現状やややや将来将来将来将来におけるにおけるにおけるにおける海底資源開発海底資源開発海底資源開発海底資源開発のののの支援拠点形支援拠点形支援拠点形支援拠点形
成成成成のののの可能性等可能性等可能性等可能性等についてについてについてについて調査調査調査調査をををを実施実施実施実施するがするがするがするが、、、、調査調査調査調査にににに向向向向けたけたけたけた基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方やややや方法方法方法方法、、、、県産県産県産県産
業業業業・・・・経済経済経済経済へのへのへのへの波及効果波及効果波及効果波及効果をどのようにをどのようにをどのようにをどのように描描描描いているかいているかいているかいているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 雇用失業問題雇用失業問題雇用失業問題雇用失業問題についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県はははは、、、、若者若者若者若者のののの失業率失業率失業率失業率のののの高高高高さがさがさがさが問題問題問題問題となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、就職就職就職就職してもしてもしてもしても３３３３年以内年以内年以内年以内にににに離職離職離職離職するするするする割合割合割合割合
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がががが高高高高いことがいことがいことがいことが指摘指摘指摘指摘されているされているされているされている。。。。そのそのそのその要因要因要因要因はははは何何何何かかかか、、、、雇用雇用雇用雇用ののののミスマッチミスマッチミスマッチミスマッチ解消解消解消解消にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの取取取取りりりり
組組組組みはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) グッジョブセンターグッジョブセンターグッジョブセンターグッジョブセンターおきなわのおきなわのおきなわのおきなわの開所開所開所開所でででで、、、、求職者求職者求職者求職者にににに対対対対するするするする就労総合支援就労総合支援就労総合支援就労総合支援はどのようにはどのようにはどのようにはどのように変変変変わっわっわっわっ
たかたかたかたか。。。。またまたまたまた、、、、生活支援生活支援生活支援生活支援やややや職業紹介職業紹介職業紹介職業紹介でででで行政行政行政行政やややや経済団体等関係機関経済団体等関係機関経済団体等関係機関経済団体等関係機関はははは具体的具体的具体的具体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような
連携連携連携連携がとられているかがとられているかがとられているかがとられているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県のののの完全失業率完全失業率完全失業率完全失業率はははは４４４４％％％％台台台台をををを４４４４回回回回もももも記録記録記録記録するなどするなどするなどするなど大大大大きくきくきくきく改善改善改善改善しているしているしているしている。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現現現現
状状状状についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉・・・・医療医療医療医療のののの充実強化充実強化充実強化充実強化についてについてについてについて

((((1111)))) 高齢化高齢化高齢化高齢化がががが進展進展進展進展するするするする中中中中、、、、政府政府政府政府はははは、、、、地域医療地域医療地域医療地域医療・・・・介護介護介護介護サービスサービスサービスサービスのののの提供体制提供体制提供体制提供体制のののの再編再編再編再編をををを図図図図るためるためるためるため、、、、
2014201420142014年度年度年度年度からからからから地域医療再生基金地域医療再生基金地域医療再生基金地域医療再生基金にかわるにかわるにかわるにかわる新新新新たなたなたなたな基金基金基金基金のののの創設創設創設創設をををを検討検討検討検討しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、そそそそ
のののの狙狙狙狙いといといといと本県本県本県本県のののの地域医療地域医療地域医療地域医療にににに与与与与えるえるえるえる効果効果効果効果についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) おきなわおきなわおきなわおきなわクリニカルシュミレーションセンタークリニカルシュミレーションセンタークリニカルシュミレーションセンタークリニカルシュミレーションセンターについてはについてはについてはについては、、、、2013201320132013年度年度年度年度でででで県県県県によるによるによるによる支援支援支援支援がががが打打打打ちちちち
切切切切られるようだがられるようだがられるようだがられるようだが、、、、同事業同事業同事業同事業はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの医療医療医療医療レベルレベルレベルレベルのののの向上向上向上向上、、、、県民県民県民県民のののの健康健康健康健康のののの向上向上向上向上、、、、地域医療地域医療地域医療地域医療
をををを担担担担うううう医師医師医師医師のののの確保確保確保確保にににに資資資資するものでありするものでありするものでありするものであり、、、、継続継続継続継続がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるえるえるえる。。。。県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、、、、2040204020402040年年年年までにまでにまでにまでに長寿県沖縄長寿県沖縄長寿県沖縄長寿県沖縄をををを復活復活復活復活するするするするプランプランプランプランをををを掲掲掲掲げげげげ、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな施策施策施策施策をををを展開展開展開展開しておりしておりしておりしており
ますがますがますがますが、、、、沖縄県医師会沖縄県医師会沖縄県医師会沖縄県医師会がががが那覇市医師会那覇市医師会那覇市医師会那覇市医師会、、、、浦添市医師会等浦添市医師会等浦添市医師会等浦添市医師会等とととと連携連携連携連携しししし取取取取りりりり組組組組んでいるおきなんでいるおきなんでいるおきなんでいるおきな
わわわわ津梁津梁津梁津梁ネットワークネットワークネットワークネットワークづくりをづくりをづくりをづくりを活用活用活用活用したしたしたした、、、、データベースセンターデータベースセンターデータベースセンターデータベースセンターのののの構築構築構築構築やややや人材確保人材確保人材確保人材確保についについについについ
てててて、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 2002200220022002年年年年にににに施行施行施行施行されたされたされたされた、、、、病院内保育所運営補助事業病院内保育所運営補助事業病院内保育所運営補助事業病院内保育所運営補助事業についてについてについてについて、、、、策定策定策定策定されたされたされたされた実施要項実施要項実施要項実施要項のののの理理理理
念念念念・・・・目的目的目的目的とととと実施状況実施状況実施状況実施状況についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 県立病院県立病院県立病院県立病院をををを含含含含めめめめ県内県内県内県内のののの医療機関医療機関医療機関医療機関にににに従事従事従事従事するするするする女性看護師女性看護師女性看護師女性看護師はははは、、、、出産出産出産出産をををを理由理由理由理由にににに退職退職退職退職するするするする人人人人がががが
ふえふえふえふえ、、、、過重過重過重過重なななな業務業務業務業務もありもありもありもあり歯歯歯歯どめがかからないどめがかからないどめがかからないどめがかからない状況状況状況状況にあるというにあるというにあるというにあるという。。。。安定的安定的安定的安定的なななな看護師確保看護師確保看護師確保看護師確保やややや出出出出
産産産産でででで退職退職退職退職したしたしたした女性医師女性医師女性医師女性医師をををを呼呼呼呼びびびび戻戻戻戻すためにもすためにもすためにもすためにも、、、、24242424時間保育時間保育時間保育時間保育、、、、病児保育病児保育病児保育病児保育、、、、学童保育等学童保育等学童保育等学童保育等をををを担担担担
うううう、、、、病院内保育病院内保育病院内保育病院内保育のののの充実充実充実充実をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 離島離島離島離島・・・・過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域をををを初初初初めめめめ、、、、地方地方地方地方におけるにおけるにおけるにおける医師不足医師不足医師不足医師不足はははは全国的全国的全国的全国的なななな課題課題課題課題でありでありでありであり、、、、他府県他府県他府県他府県もいろいもいろいもいろいもいろい
ろなろなろなろな医師確保医師確保医師確保医師確保のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行っているとっているとっているとっていると聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。このようなこのようなこのようなこのような中中中中、、、、多多多多くのくのくのくの有人離島有人離島有人離島有人離島をををを抱抱抱抱ええええ
るるるる我我我我がががが県県県県においてにおいてにおいてにおいて、、、、医師医師医師医師のののの確保確保確保確保はははは一層難一層難一層難一層難しいものとしいものとしいものとしいものと思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、県県県県としてとしてとしてとして医師確保医師確保医師確保医師確保にににに対対対対
しししし、、、、どのようなどのようなどのようなどのような取取取取りりりり組組組組みをしているのかみをしているのかみをしているのかみをしているのか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける性暴力被害者性暴力被害者性暴力被害者性暴力被害者にににに対対対対するするするする支援支援支援支援のののの充実充実充実充実ととととＤＶＤＶＤＶＤＶやややや性暴力性暴力性暴力性暴力のののの防止対策防止対策防止対策防止対策のののの実施実施実施実施をををを目目目目
的的的的としたとしたとしたとした、、、、女性女性女性女性のためののためののためののためのセーフティネットセーフティネットセーフティネットセーフティネット実証事業実証事業実証事業実証事業についてについてについてについて、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 経済経済経済経済のののの自立自立自立自立をををを目指目指目指目指すすすす上上上上でででで、、、、世界世界世界世界にににに飛躍飛躍飛躍飛躍しししし多様性多様性多様性多様性のあるのあるのあるのある国際的人材国際的人材国際的人材国際的人材のののの育成育成育成育成がががが求求求求められてめられてめられてめられて
おりおりおりおり、、、、学校教育学校教育学校教育学校教育におけるにおけるにおけるにおける英語教育英語教育英語教育英語教育のののの重要性重要性重要性重要性がががが高高高高まっているまっているまっているまっている。。。。今後政府今後政府今後政府今後政府はははは、、、、小学校小学校小学校小学校におけにおけにおけにおけ
るるるる英語教育英語教育英語教育英語教育をををを拡大拡大拡大拡大するするするする計画計画計画計画であるがであるがであるがであるが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの計画計画計画計画についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((2222)))) 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島、、、、竹島竹島竹島竹島についてについてについてについて、、、、我我我我がががが国国国国のののの固有固有固有固有のののの領土領土領土領土であることをであることをであることをであることを教科書教科書教科書教科書やややや学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領にににに
明確明確明確明確にににに記述記述記述記述しししし生徒生徒生徒生徒のののの学習学習学習学習にににに資資資資するするするする必要必要必要必要があるががあるががあるががあるが、、、、小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高におけるにおけるにおけるにおける教科書教科書教科書教科書へのへのへのへの記述記述記述記述はははは
どうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか。。。。またまたまたまた、、、、尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島についてについてについてについて、、、、本県本県本県本県においてどのようなにおいてどのようなにおいてどのようなにおいてどのような授業授業授業授業やややや学習学習学習学習がががが行行行行わわわわ
れているかれているかれているかれているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 八重山教科書採択問題八重山教科書採択問題八重山教科書採択問題八重山教科書採択問題についてはについてはについてはについては、、、、解決策解決策解決策解決策がががが見出見出見出見出せないせないせないせない状況状況状況状況にあるがにあるがにあるがにあるが、、、、文科省文科省文科省文科省やややや竹富竹富竹富竹富
町町町町のののの動動動動きにきにきにきに対対対対しししし県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会としてとしてとしてとして、、、、今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように対応対応対応対応するかするかするかするか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級のののの拡大拡大拡大拡大についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの実績実績実績実績とととと次年度次年度次年度次年度のののの実施予定実施予定実施予定実施予定、、、、そしてそしてそしてそして今後今後今後今後のののの拡大予拡大予拡大予拡大予
定定定定についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 国立劇場国立劇場国立劇場国立劇場おきなわがおきなわがおきなわがおきなわが開場開場開場開場してしてしてして10101010周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えたえたえたえた。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの成果成果成果成果とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについみについみについみについ
てててて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ボリビアボリビアボリビアボリビア国派遣教員制度国派遣教員制度国派遣教員制度国派遣教員制度についてについてについてについて、、、、ボリビアボリビアボリビアボリビア国及国及国及国及びびびび沖縄沖縄沖縄沖縄ボリビアボリビアボリビアボリビア協会協会協会協会のののの派遣教員派遣教員派遣教員派遣教員
にににに対対対対するするするする評価評価評価評価とこれまでのとこれまでのとこれまでのとこれまでの派遣教員経験者派遣教員経験者派遣教員経験者派遣教員経験者のののの派遣制度派遣制度派遣制度派遣制度にににに対対対対するするするする評価評価評価評価、、、、またまたまたまた、、、、同制度同制度同制度同制度のののの再再再再
開開開開にににに向向向向けてのけてのけてのけての県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 私立学校私立学校私立学校私立学校はははは、、、、建学建学建学建学のののの精神精神精神精神にににに基基基基づいたづいたづいたづいた特色特色特色特色のあるのあるのあるのある教育教育教育教育をををを実践実践実践実践しししし、、、、個性豊個性豊個性豊個性豊かなかなかなかな人材人材人材人材のののの育成育成育成育成
にににに貢献貢献貢献貢献しておりしておりしておりしており、、、、本県本県本県本県のののの学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実・・・・発展発展発展発展においてにおいてにおいてにおいて重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを果果果果たしているたしているたしているたしている。。。。私私私私
立学校立学校立学校立学校にににに対対対対してさらなるしてさらなるしてさらなるしてさらなる支援支援支援支援がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの私立学校振興策私立学校振興策私立学校振興策私立学校振興策についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

7777 県警関係県警関係県警関係県警関係についてについてについてについて
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((((1111)))) 本県本県本県本県はははは、、、、飲酒運転飲酒運転飲酒運転飲酒運転によるによるによるによる交通事故交通事故交通事故交通事故がががが後後後後をををを絶絶絶絶たずたずたずたず、、、、死亡事故死亡事故死亡事故死亡事故もももも全国的全国的全国的全国的にににに高高高高いいいい状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。
そのそのそのその現状現状現状現状とととと県警県警県警県警のののの取取取取りりりり締締締締まりだけではまりだけではまりだけではまりだけでは限界限界限界限界があるがあるがあるがある中中中中でででで、、、、行政行政行政行政・・・・教育機関等教育機関等教育機関等教育機関等とのとのとのとの防止防止防止防止にににに向向向向けけけけ
たたたた連携連携連携連携やややや地域地域地域地域ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの取取取取りりりり組組組組みはどのようにみはどのようにみはどのようにみはどのように行行行行われているかわれているかわれているかわれているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) ストーカーストーカーストーカーストーカー被害被害被害被害がががが後後後後をををを絶絶絶絶たずたずたずたず、、、、改正改正改正改正ストーカーストーカーストーカーストーカー規制法規制法規制法規制法がががが施行施行施行施行されながらされながらされながらされながら、、、、殺人殺人殺人殺人にまでにまでにまでにまで発展発展発展発展
するするするする事件事件事件事件がががが多発多発多発多発しているしているしているしている。。。。本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 2013201320132013年年年年のののの県内県内県内県内でででで補導補導補導補導されたされたされたされた少年少年少年少年はははは過去最多過去最多過去最多過去最多となったがとなったがとなったがとなったが、、、、補導理由補導理由補導理由補導理由のののの内訳内訳内訳内訳とこれまでのとこれまでのとこれまでのとこれまでの補補補補
導数導数導数導数のののの推移推移推移推移についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 国国国国のののの認証認証認証認証をををを受受受受けていないけていないけていないけていない自動車整備工場自動車整備工場自動車整備工場自動車整備工場のののの数数数数がががが他県他県他県他県にににに比比比比べべべべ多多多多いということだがいということだがいということだがいということだが、、、、認証整認証整認証整認証整
備工場備工場備工場備工場とととと未認証整備工場未認証整備工場未認証整備工場未認証整備工場のののの数数数数、、、、未整備工場未整備工場未整備工場未整備工場でのでのでのでの違法整備違法整備違法整備違法整備のののの実態実態実態実態とととと指導立指導立指導立指導立ちちちち入入入入りのりのりのりの状況状況状況状況
についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第2222回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月26262626    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 36363636分分分分 桑江桑江桑江桑江　　　　朝千夫朝千夫朝千夫朝千夫（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

((((1111)))) 2014201420142014年度県予算年度県予算年度県予算年度県予算はははは、、、、復帰後初復帰後初復帰後初復帰後初のののの7000700070007000億円台億円台億円台億円台とととと過去最高過去最高過去最高過去最高のののの予算予算予算予算となったがとなったがとなったがとなったが、、、、予算編成予算編成予算編成予算編成のののの
基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 2014201420142014年度県予算年度県予算年度県予算年度県予算のののの特徴及特徴及特徴及特徴及びびびび主主主主なななな事業事業事業事業についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 2014201420142014年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算はははは、、、、総額総額総額総額3460346034603460億円億円億円億円がががが認認認認められめられめられめられ、、、、さらにさらにさらにさらに21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン基本計画基本計画基本計画基本計画がががが
終了終了終了終了するするするする2021202120212021年度年度年度年度までまでまでまで毎年毎年毎年毎年3000300030003000億円台億円台億円台億円台のののの振興予算振興予算振興予算振興予算がががが認認認認められるめられるめられるめられる見通見通見通見通しとなったしとなったしとなったしとなった。。。。県経済県経済県経済県経済
へへへへ与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように評価評価評価評価するかするかするかするか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 国家戦略特区国家戦略特区国家戦略特区国家戦略特区についてについてについてについて、、、、来来来来るるるる３３３３月月月月にもにもにもにも特区特区特区特区がががが指定指定指定指定されるされるされるされる予定予定予定予定となっているとなっているとなっているとなっている。。。。産業産業産業産業のののの集積集積集積集積やややや
特区内外特区内外特区内外特区内外へのへのへのへの経済波及効果経済波及効果経済波及効果経済波及効果などなどなどなど６６６６条件条件条件条件にににに該当該当該当該当することやすることやすることやすることや農業農業農業農業ををををテーマテーマテーマテーマにににに絞絞絞絞ってってってって複数地複数地複数地複数地
域域域域をまとめたをまとめたをまとめたをまとめたバーチャルバーチャルバーチャルバーチャル特区特区特区特区などがなどがなどがなどが予定予定予定予定されているようだがされているようだがされているようだがされているようだが、、、、本県本県本県本県がががが目指目指目指目指すすすす特区特区特区特区とととと選定選定選定選定のののの
見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 去去去去るるるる２２２２月月月月４４４４日日日日、、、、閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定でででで沖縄振興特別措置法沖縄振興特別措置法沖縄振興特別措置法沖縄振興特別措置法のののの一部改正案一部改正案一部改正案一部改正案がががが決定決定決定決定されたがされたがされたがされたが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容
とととと今後今後今後今後のののの振興施策振興施策振興施策振興施策のののの展開展開展開展開にににに及及及及ぼすぼすぼすぼす影響影響影響影響についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 昨年昨年昨年昨年11111111月月月月にににに開開開開かれたかれたかれたかれた沖縄大交易会沖縄大交易会沖縄大交易会沖縄大交易会・・・・プレプレプレプレ交易会交易会交易会交易会はははは大大大大きなきなきなきな反響反響反響反響をををを呼呼呼呼んだがんだがんだがんだが、、、、一過性一過性一過性一過性にににに終終終終
わらせないためのわらせないためのわらせないためのわらせないための総括総括総括総括とととと、、、、どのようどのようどのようどのよう成果成果成果成果がありがありがありがあり、、、、どのようなどのようなどのようなどのような課題課題課題課題がががが見見見見えたかえたかえたかえたか、、、、またまたまたまた、、、、今後今後今後今後のののの
展開展開展開展開をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図っていくかっていくかっていくかっていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) ４４４４月月月月からからからから消費税消費税消費税消費税がががが８８８８％％％％にににに引引引引きききき上上上上げられるがげられるがげられるがげられるが、、、、県内経済県内経済県内経済県内経済、、、、景気景気景気景気へのへのへのへの影響影響影響影響はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港にににに整備整備整備整備するするするする航空機整備基地航空機整備基地航空機整備基地航空機整備基地についてについてについてについて、、、、次年度次年度次年度次年度からからからから実施設計実施設計実施設計実施設計、、、、工事施工工事施工工事施工工事施工にににに取取取取りりりり
組組組組むむむむ計画計画計画計画のようであるがのようであるがのようであるがのようであるが、、、、入居予定企業入居予定企業入居予定企業入居予定企業とととと県経済県経済県経済県経済へのへのへのへの波及効果波及効果波及効果波及効果、、、、またまたまたまた、、、、完成完成完成完成までのまでのまでのまでの作業作業作業作業
工程工程工程工程をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((9999)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港をををを基軸基軸基軸基軸とするとするとするとする国際物流拠点施設整備事業国際物流拠点施設整備事業国際物流拠点施設整備事業国際物流拠点施設整備事業についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの進進進進状況状況状況状況とととと今今今今
後後後後のののの作業作業作業作業スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール、、、、入居企業入居企業入居企業入居企業のののの選定等選定等選定等選定等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 県県県県のののの行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革についてについてについてについて

((((1111)))) 新新新新たなたなたなたな行革行革行革行革プランプランプランプラン（（（（仮称仮称仮称仮称））））をををを決定決定決定決定したがしたがしたがしたが、、、、計画計画計画計画のののの基本目標基本目標基本目標基本目標とととと推進項目推進項目推進項目推進項目、、、、財政削減効果等財政削減効果等財政削減効果等財政削減効果等
についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 今回今回今回今回のののの組織再編組織再編組織再編組織再編はははは、、、、21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン基本計画基本計画基本計画基本計画にににに掲掲掲掲げるげるげるげる施策施策施策施策をををを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、組織再編及組織再編及組織再編及組織再編及
びびびび内部統制機能組織内部統制機能組織内部統制機能組織内部統制機能組織のののの再構築再構築再構築再構築をををを目指目指目指目指すすすす組織再編組織再編組織再編組織再編がががが必要必要必要必要としているとしているとしているとしている。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには関係関係関係関係
部署間部署間部署間部署間のののの連携連携連携連携はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、それをそれをそれをそれを統括統括統括統括するするするするトップマネジメントトップマネジメントトップマネジメントトップマネジメントがががが重要重要重要重要となるがとなるがとなるがとなるが、、、、県県県県はどのようはどのようはどのようはどのよう
にににに構築構築構築構築していくかしていくかしていくかしていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県のののの厳厳厳厳しいしいしいしい財政状況財政状況財政状況財政状況やややや多様化多様化多様化多様化するするするする行政需要行政需要行政需要行政需要にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、新新新新たなたなたなたな税税税税としてとしてとしてとして、、、、法定外法定外法定外法定外
目的税目的税目的税目的税であるであるであるである入域税入域税入域税入域税、、、、レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー税税税税やややや宿泊税等宿泊税等宿泊税等宿泊税等のののの観光関連税観光関連税観光関連税観光関連税のののの導入導入導入導入をををを検討検討検討検討しているようしているようしているようしているよう
だがだがだがだが、、、、現在現在現在現在のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 県内空港県内空港県内空港県内空港のののの整備促進整備促進整備促進整備促進についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇空港滑走路拡張整備那覇空港滑走路拡張整備那覇空港滑走路拡張整備那覇空港滑走路拡張整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県はははは、、、、那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設にににに向向向向けたけたけたけた埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請についてについてについてについて承認承認承認承認したしたしたした。。。。今後今後今後今後、、、、本格工事本格工事本格工事本格工事にににに向向向向
けけけけ動動動動きききき出出出出しししし、、、、県経済県経済県経済県経済やややや観光観光観光観光へのへのへのへの期待期待期待期待がががが高高高高まっているまっているまっているまっている。。。。一方一方一方一方でででで環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮もももも重要重要重要重要であであであであ
るとるとるとると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設についてについてについてについて、、、、早期完成早期完成早期完成早期完成にににに向向向向けてけてけてけて本格的本格的本格的本格的にににに動動動動きききき出出出出したしたしたした。。。。滑走路増設滑走路増設滑走路増設滑走路増設
事業事業事業事業へのへのへのへの県内建設業者県内建設業者県内建設業者県内建設業者のののの優先活用優先活用優先活用優先活用とととと滑走路建設滑走路建設滑走路建設滑走路建設におけるにおけるにおけるにおける主要主要主要主要なななな建設資材建設資材建設資材建設資材についてについてについてについて、、、、
県内企業県内企業県内企業県内企業においてにおいてにおいてにおいて調達供給調達供給調達供給調達供給がががが十分可能十分可能十分可能十分可能でありでありでありであり、、、、県産建設資材県産建設資材県産建設資材県産建設資材のののの優先使用優先使用優先使用優先使用をををを図図図図るべきとるべきとるべきとるべきと



5

考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港についてについてについてについて、、、、県県県県はははは、、、、次年度次年度次年度次年度についてはについてはについてはについてはパイロットパイロットパイロットパイロット訓練飛行場訓練飛行場訓練飛行場訓練飛行場としてとしてとしてとして継続継続継続継続するするするする方方方方
向向向向でででで検討検討検討検討しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、休港休港休港休港をををを選択選択選択選択しなかったしなかったしなかったしなかった理由理由理由理由とととと継続継続継続継続によりによりによりにより県費持県費持県費持県費持ちちちち出出出出しはどのしはどのしはどのしはどの
程度程度程度程度かかかか。。。。またまたまたまた、、、、2015201520152015年度以降年度以降年度以降年度以降のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市はははは、、、、下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの利活用利活用利活用利活用でででで市案市案市案市案をををを提示提示提示提示しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容とととと県県県県のののの協協協協
議議議議にににに向向向向けたけたけたけた基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 県内公共事業県内公共事業県内公共事業県内公共事業のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

((((1111)))) 陸上交通陸上交通陸上交通陸上交通のののの整備整備整備整備、、、、交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞のののの解消解消解消解消をををを図図図図るるるる上上上上でででで、、、、本島南北軸本島南北軸本島南北軸本島南北軸・・・・東西軸東西軸東西軸東西軸をををを有機的有機的有機的有機的にににに結結結結ぶぶぶぶ幹幹幹幹
線道路網線道路網線道路網線道路網のののの構築構築構築構築にににに向向向向けけけけ取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進められているがめられているがめられているがめられているが、、、、ルートルートルートルート、、、、工期工期工期工期、、、、財源財源財源財源のののの確保等確保等確保等確保等、、、、計計計計
画画画画のののの概要概要概要概要についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 建設需要建設需要建設需要建設需要がががが拡大拡大拡大拡大しているしているしているしている中中中中でででで、、、、技術者技術者技術者技術者やややや専門職専門職専門職専門職のののの人手不足人手不足人手不足人手不足がががが深刻深刻深刻深刻となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、そのそのそのその対対対対
策策策策としてとしてとしてとして、、、、適正適正適正適正なななな工期工期工期工期のののの設定設定設定設定、、、、工期工期工期工期のののの延長等延長等延長等延長等へのへのへのへの弾力的弾力的弾力的弾力的なななな対応対応対応対応とととと施工単価上昇施工単価上昇施工単価上昇施工単価上昇にににに対対対対するするするする
迅速迅速迅速迅速なななな対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 昨年末以来昨年末以来昨年末以来昨年末以来のののの燃料高騰燃料高騰燃料高騰燃料高騰によりによりによりにより県内県内県内県内トラックトラックトラックトラック業界業界業界業界ははははコストコストコストコスト負担負担負担負担にににに苦慮苦慮苦慮苦慮しておりしておりしておりしており、、、、国国国国やややや県県県県にににに対対対対
しししし、、、、燃料高騰対策燃料高騰対策燃料高騰対策燃料高騰対策のためののためののためののための補助金補助金補助金補助金のののの創設創設創設創設やややや燃料燃料燃料燃料サーチャージサーチャージサーチャージサーチャージ導入導入導入導入のののの促進等促進等促進等促進等についてについてについてについて要要要要
望望望望があるががあるががあるががあるが、、、、燃料高騰対策燃料高騰対策燃料高騰対策燃料高騰対策はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 米軍発注工事等米軍発注工事等米軍発注工事等米軍発注工事等のののの地元企業優先活用地元企業優先活用地元企業優先活用地元企業優先活用についてについてについてについて、、、、工事履行保険証券工事履行保険証券工事履行保険証券工事履行保険証券（（（（ボンドボンドボンドボンド））））問題問題問題問題をををを解決解決解決解決
するためするためするためするため、、、、米軍工事受注米軍工事受注米軍工事受注米軍工事受注ファンドファンドファンドファンド（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの創設創設創設創設についてどうについてどうについてどうについてどう考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 沖縄西海岸道路浦添北道路沖縄西海岸道路浦添北道路沖縄西海岸道路浦添北道路沖縄西海岸道路浦添北道路についてについてについてについて、、、、予定予定予定予定されているされているされているされている臨港道路浦添線臨港道路浦添線臨港道路浦添線臨港道路浦添線のののの平成平成平成平成26262626年度開年度開年度開年度開
通通通通にににに合合合合わせわせわせわせ早期整備早期整備早期整備早期整備をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 中城湾新港地区中城湾新港地区中城湾新港地区中城湾新港地区ののののインフラインフラインフラインフラ整備整備整備整備とととと東部海浜開発事業東部海浜開発事業東部海浜開発事業東部海浜開発事業をををを推進推進推進推進するするするする上上上上でででで、、、、港湾港湾港湾港湾のののの活用活用活用活用とととと観光観光観光観光
ををををリンクリンクリンクリンクさせたさせたさせたさせた開発開発開発開発をををを図図図図りりりり雇用雇用雇用雇用のののの創設創設創設創設につなげるにつなげるにつなげるにつなげる施策施策施策施策がががが必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 中城湾港中城湾港中城湾港中城湾港（（（（新港地区新港地区新港地区新港地区））））定期航路実証実験事業定期航路実証実験事業定期航路実証実験事業定期航路実証実験事業をををを継続継続継続継続しししし、、、、泡瀬漁港泡瀬漁港泡瀬漁港泡瀬漁港のののの定期航路創設定期航路創設定期航路創設定期航路創設につにつにつにつ
いていていていて県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 一般県道平良下地空港線一般県道平良下地空港線一般県道平良下地空港線一般県道平良下地空港線（（（（伊良部架橋伊良部架橋伊良部架橋伊良部架橋））））のののの整備整備整備整備についてについてについてについて、、、、平成平成平成平成26262626年度開通年度開通年度開通年度開通のののの予定予定予定予定とととと
なっているがなっているがなっているがなっているが、、、、進進進進状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((9999)))) 公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価についてについてについてについて、、、、今回今回今回今回のののの改定内容改定内容改定内容改定内容とととと新単価導入新単価導入新単価導入新単価導入によるによるによるによる県内企業県内企業県内企業県内企業へのへのへのへの影影影影
響響響響、、、、県県県県のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 陸上交通網陸上交通網陸上交通網陸上交通網のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは、、、、鉄軌道等鉄軌道等鉄軌道等鉄軌道等のののの導入導入導入導入にににに向向向向けてけてけてけて、、、、ルートルートルートルート選定選定選定選定やややや事業主体事業主体事業主体事業主体、、、、整備手法等整備手法等整備手法等整備手法等のののの検討検討検討検討をををを加速加速加速加速しししし、、、、
平成平成平成平成27272727年度年度年度年度までにまでにまでにまでに事業化事業化事業化事業化にににに向向向向けたけたけたけた計画案計画案計画案計画案をををを策定策定策定策定するとしているがするとしているがするとしているがするとしているが、、、、県県県県がががが進進進進めるめるめるめる鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道をををを
含含含含むむむむ公共交通公共交通公共交通公共交通システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築についてについてについてについて基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道のののの導入導入導入導入についてについてについてについて、、、、沖縄方式上下分離沖縄方式上下分離沖縄方式上下分離沖縄方式上下分離でででで運営運営運営運営にににに対対対対してもしてもしてもしても一定一定一定一定のののの行政投資行政投資行政投資行政投資をををを
運行事業者運行事業者運行事業者運行事業者にににに対対対対しししし行行行行うううう特例的特例的特例的特例的なななな制度制度制度制度としとしとしとし、、、、平成平成平成平成31313131年度末年度末年度末年度末にににに工事工事工事工事にににに着手着手着手着手できるようできるようできるようできるよう取取取取りりりり組組組組
みをみをみをみを加速加速加速加速するとしているするとしているするとしているするとしている。。。。運行事業者運行事業者運行事業者運行事業者はははは純民間純民間純民間純民間かかかか第三第三第三第三セクターセクターセクターセクター方式方式方式方式かかかか、、、、またまたまたまた、、、、採算性採算性採算性採算性につにつにつにつ
いていていていて県県県県のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、ＬＲＴ、、ＬＲＴ、、ＬＲＴ、、ＬＲＴ、基幹基幹基幹基幹バスバスバスバス等等等等をををを有機的有機的有機的有機的にににに連結連結連結連結するするするする公共交通公共交通公共交通公共交通ネットワークネットワークネットワークネットワークをををを構築構築構築構築することですることですることですることで鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌
道道道道のののの支線支線支線支線となるとなるとなるとなるフィーダーフィーダーフィーダーフィーダー交通交通交通交通をををを考考考考えているようだがえているようだがえているようだがえているようだが、、、、鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入のののの背景背景背景背景やややや県民県民県民県民のののの利便利便利便利便
性性性性をををを考考考考えればえればえればえれば、、、、当初計画当初計画当初計画当初計画でででで支線支線支線支線もももも検討検討検討検討すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 沖縄都市沖縄都市沖縄都市沖縄都市モノレールモノレールモノレールモノレールのののの延長事業延長事業延長事業延長事業についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成31313131年度春年度春年度春年度春のののの開業開業開業開業をををを目指目指目指目指しししし作業作業作業作業がががが進進進進めめめめ
られているられているられているられている。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの進進進進状況状況状況状況とととと今後事業今後事業今後事業今後事業をををを進進進進めるめるめるめる上上上上でのでのでのでの課題等課題等課題等課題等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 地域振興地域振興地域振興地域振興についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける主要商店街主要商店街主要商店街主要商店街のののの空空空空きききき店舗店舗店舗店舗のののの状況状況状況状況はははは、、、、このこのこのこの10101010年間横年間横年間横年間横ばいでばいでばいでばいで推移推移推移推移しているようだしているようだしているようだしているようだ
がががが、、、、地元商店街地元商店街地元商店街地元商店街やややや市町村等地域一体市町村等地域一体市町村等地域一体市町村等地域一体となったとなったとなったとなった取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが成果成果成果成果につながらないにつながらないにつながらないにつながらない要因要因要因要因・・・・背景背景背景背景
についてについてについてについて、、、、県県県県としてとしてとしてとして徹底徹底徹底徹底したしたしたした分析分析分析分析・・・・検証検証検証検証がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地やややや商店街商店街商店街商店街のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けけけけ、、、、商店街商店街商店街商店街としてのとしてのとしてのとしての魅力魅力魅力魅力づくりなどのづくりなどのづくりなどのづくりなどの課題解決課題解決課題解決課題解決にはにはにはには一一一一
律律律律・・・・画一的画一的画一的画一的なななな対応対応対応対応ではではではでは難難難難しくしくしくしく、、、、地域地域地域地域リーダーリーダーリーダーリーダーのののの育成育成育成育成やややや若者若者若者若者のののの活用活用活用活用・・・・後継者後継者後継者後継者のののの育成等育成等育成等育成等、、、、条条条条
件件件件・・・・環境整備環境整備環境整備環境整備をををを先行先行先行先行させるなどさせるなどさせるなどさせるなど、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに沿沿沿沿ったったったった対応対応対応対応がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 沖縄市中心市街地沖縄市中心市街地沖縄市中心市街地沖縄市中心市街地のののの活性化活性化活性化活性化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、中中中中のののの町町町町ＢＢＢＢ地区再開発事業地区再開発事業地区再開発事業地区再開発事業（（（（大型公共駐車場大型公共駐車場大型公共駐車場大型公共駐車場））））のののの
早期着工早期着工早期着工早期着工についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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7777 廃棄物処理対策廃棄物処理対策廃棄物処理対策廃棄物処理対策についてについてについてについて

((((1111)))) 公共関与公共関与公共関与公共関与によるによるによるによる産業廃棄物管理型最終処分場産業廃棄物管理型最終処分場産業廃棄物管理型最終処分場産業廃棄物管理型最終処分場のののの建設場所建設場所建設場所建設場所としてとしてとしてとして名護市安和区名護市安和区名護市安和区名護市安和区がががが条件付条件付条件付条件付
きできできできで決定決定決定決定されたことでされたことでされたことでされたことで、、、、建設建設建設建設にににに向向向向けけけけ大大大大きくきくきくきく前進前進前進前進したしたしたした。。。。今後今後今後今後のののの作業工程作業工程作業工程作業工程とととと想定想定想定想定されるされるされるされる課題等課題等課題等課題等
についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、今後建設今後建設今後建設今後建設にににに向向向向けけけけ、、、、建設場所埋建設場所埋建設場所埋建設場所埋めめめめ立立立立てによるてによるてによるてによる環境環境環境環境へのへのへのへの影響防止影響防止影響防止影響防止やややや周辺地域周辺地域周辺地域周辺地域へのへのへのへの配配配配
慮等慮等慮等慮等についてどのようなについてどのようなについてどのようなについてどのような対策対策対策対策をををを講講講講じるかじるかじるかじるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第2222回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月26262626    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 37373737分分分分 中川中川中川中川　　　　京貴京貴京貴京貴（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 嘉手納飛行場嘉手納飛行場嘉手納飛行場嘉手納飛行場・・・・普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの騒音騒音騒音騒音・・・・基地被害基地被害基地被害基地被害はははは増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にあるがにあるがにあるがにあるが、、、、県県県県のののの認識認識認識認識とととと具体的具体的具体的具体的
なななな解決策解決策解決策解決策についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 米軍機米軍機米軍機米軍機のののの墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故がががが相次相次相次相次いでいるがいでいるがいでいるがいでいるが、、、、中中中中にはにはにはには米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地にににに配備配備配備配備されているされているされているされている機種機種機種機種とととと
同型機同型機同型機同型機もももも含含含含まれているまれているまれているまれている。。。。復帰後復帰後復帰後復帰後のののの米軍機米軍機米軍機米軍機のののの県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故のののの状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((3333)))) 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度からからからから３３３３年計画年計画年計画年計画でででで実施予定実施予定実施予定実施予定のののの米軍施設環境対策事業米軍施設環境対策事業米軍施設環境対策事業米軍施設環境対策事業についてについてについてについて、、、、そのそのそのその目的目的目的目的、、、、事事事事
業内容等業内容等業内容等業内容等をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県がががが求求求求めためためためた日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定をををを改定改定改定改定しししし環境条項環境条項環境条項環境条項をををを盛盛盛盛りりりり込込込込むことをむことをむことをむことを求求求求めたことにめたことにめたことにめたことに対対対対しししし、、、、政府政府政府政府はははは、、、、
特別協定特別協定特別協定特別協定をををを米国米国米国米国とととと締結締結締結締結することをすることをすることをすることを合意合意合意合意したというがしたというがしたというがしたというが、、、、具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市ののののサッカーサッカーサッカーサッカー場場場場のののの土壌汚染問題土壌汚染問題土壌汚染問題土壌汚染問題についてについてについてについて、、、、新新新新たなたなたなたなドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶がががが次次次次々々々々とととと見見見見つかりつかりつかりつかり、、、、当時当時当時当時
はははは基地内基地内基地内基地内のごみのごみのごみのごみ捨捨捨捨てててて場場場場だったとのだったとのだったとのだったとの証言証言証言証言までまでまでまで飛飛飛飛びびびび出出出出しししし、、、、ますますますますますますますます事実関係事実関係事実関係事実関係のののの解明解明解明解明がががが複雑化複雑化複雑化複雑化
しているしているしているしている。。。。米軍米軍米軍米軍やややや日本政府日本政府日本政府日本政府のののの見解見解見解見解はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 米軍基地周辺住宅米軍基地周辺住宅米軍基地周辺住宅米軍基地周辺住宅にににに対対対対するするするする防音工事規定防音工事規定防音工事規定防音工事規定のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｱｱｱｱ 防音工事規定防音工事規定防音工事規定防音工事規定はははは全国一律全国一律全国一律全国一律かかかか、、、、またまたまたまた、、、、80808080ＷＷＷＷ区域区域区域区域のののの建具復旧工事建具復旧工事建具復旧工事建具復旧工事にににに、、、、間取間取間取間取りりりり変更及変更及変更及変更及びびびび車椅車椅車椅車椅
子使用子使用子使用子使用によるによるによるによる区画割区画割区画割区画割れれれれ物件物件物件物件もももも対象対象対象対象にににに入入入入れるようれるようれるようれるよう要件緩和要件緩和要件緩和要件緩和をををを行行行行うことはうことはうことはうことは可能可能可能可能かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 80808080ＷＷＷＷ・・・・75757575ＷＷＷＷ地区地区地区地区におけるにおけるにおけるにおける外郭防音工事外郭防音工事外郭防音工事外郭防音工事をををを実施実施実施実施させることさせることさせることさせること。。。。

ｳｳｳｳ 75757575ＷＷＷＷ区域区域区域区域のののの建具復旧工事建具復旧工事建具復旧工事建具復旧工事をををを実施実施実施実施させることさせることさせることさせること。。。。

ｴｴｴｴ 住宅防音工事住宅防音工事住宅防音工事住宅防音工事のののの手続手続手続手続のののの簡素化簡素化簡素化簡素化をををを図図図図りりりり、、、、家主家主家主家主がががが防音工事防音工事防音工事防音工事をををを申請申請申請申請しししし、、、、借家人借家人借家人借家人がががが引引引引っっっっ越越越越しししししししし
てもてもてもても防音工事防音工事防音工事防音工事ができるようなができるようなができるようなができるような制度制度制度制度にすることにすることにすることにすること。。。。

ｵｵｵｵ 防音工事防音工事防音工事防音工事にににに伴伴伴伴ううううソーラーシステムソーラーシステムソーラーシステムソーラーシステム導入導入導入導入についてについてについてについて、、、、進進進進状況及状況及状況及状況及びびびび県県県県のののの支援策支援策支援策支援策についてについてについてについて

2222 県内産業県内産業県内産業県内産業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 観光産業観光産業観光産業観光産業、、、、情報通信産業情報通信産業情報通信産業情報通信産業にににに続続続続くくくく、、、、新新新新たなたなたなたなリーディングリーディングリーディングリーディング産業産業産業産業のののの振興振興振興振興にににに取取取取りりりり組組組組んでいるがんでいるがんでいるがんでいるが、、、、那那那那
覇港覇港覇港覇港などのなどのなどのなどの港湾港湾港湾港湾をををを活用活用活用活用したしたしたした造船業等雇用吸収力造船業等雇用吸収力造船業等雇用吸収力造船業等雇用吸収力のあるのあるのあるのある製造業製造業製造業製造業のののの立地立地立地立地のののの可能性可能性可能性可能性についてについてについてについて
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 高高高高いいいい評価評価評価評価をををを得得得得ているているているている染色物染色物染色物染色物、、、、陶器陶器陶器陶器、、、、漆器漆器漆器漆器などのなどのなどのなどの伝統工芸品伝統工芸品伝統工芸品伝統工芸品のののの産地産地産地産地のののの現状現状現状現状とととと県県県県のののの支援策支援策支援策支援策
についてについてについてについて、、、、またまたまたまた、、、、競争力競争力競争力競争力のあるのあるのあるのある産業産業産業産業としてとしてとしてとして振興振興振興振興していくためのしていくためのしていくためのしていくための販路等販路等販路等販路等のののの開拓開拓開拓開拓、、、、産地基盤産地基盤産地基盤産地基盤のののの
整備整備整備整備、、、、経営力経営力経営力経営力のののの強化強化強化強化、、、、後継者育成後継者育成後継者育成後継者育成などなどなどなど、、、、課題課題課題課題がががが山積山積山積山積しているがしているがしているがしているが、、、、県県県県がががが取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる対対対対
策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 中小企業投資促進税制中小企業投資促進税制中小企業投資促進税制中小企業投資促進税制についてについてについてについて、ＩＴ、ＩＴ、ＩＴ、ＩＴをををを活用活用活用活用したしたしたした設備等設備等設備等設備等にににに係係係係るるるる上乗上乗上乗上乗せせせせ措置措置措置措置としてとしてとしてとして、、、、資本資本資本資本
金金金金3000300030003000万円万円万円万円からからからから１１１１億円億円億円億円のののの中小企業中小企業中小企業中小企業もももも税額控除適用対象税額控除適用対象税額控除適用対象税額控除適用対象にににに、、、、特別償却等特別償却等特別償却等特別償却等のののの繰越期間繰越期間繰越期間繰越期間をををを３３３３
年間年間年間年間にににに延長延長延長延長、、、、即時償却即時償却即時償却即時償却100100100100％％％％・・・・税制額控除税制額控除税制額控除税制額控除をををを12121212％％％％にににに拡充拡充拡充拡充するするするする要望要望要望要望があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) ものづくりものづくりものづくりものづくり高度化法及高度化法及高度化法及高度化法及びものづくりびものづくりびものづくりびものづくり支援補助金支援補助金支援補助金支援補助金についてについてについてについて、、、、対象分野対象分野対象分野対象分野がががが限定限定限定限定されされされされ、、、、本県本県本県本県のののの中中中中
小企業小企業小企業小企業はははは活用活用活用活用しにくいとのしにくいとのしにくいとのしにくいとの指摘指摘指摘指摘があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 県県県県はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン基本計画基本計画基本計画基本計画においてにおいてにおいてにおいて、、、、ものづくりものづくりものづくりものづくり産業産業産業産業のののの総合的総合的総合的総合的かつかつかつかつ戦略的戦略的戦略的戦略的なななな支支支支
援援援援にににに取取取取りりりり組組組組むとしているがむとしているがむとしているがむとしているが、、、、ものづくりものづくりものづくりものづくり産業産業産業産業をををを振興振興振興振興させるためのさせるためのさせるためのさせるための平成平成平成平成26262626年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり
組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) アジアアジアアジアアジア情報通信情報通信情報通信情報通信ハブハブハブハブ形成促進事業形成促進事業形成促進事業形成促進事業（（（（海底海底海底海底ケーブルケーブルケーブルケーブル敷設事業敷設事業敷設事業敷設事業））））についてについてについてについて、、、、調査調査調査調査のののの結果敷結果敷結果敷結果敷
設可能性設可能性設可能性設可能性がががが高高高高まったということだがまったということだがまったということだがまったということだが、、、、今後事業今後事業今後事業今後事業をををを進進進進めるめるめるめる上上上上でのでのでのでの基本方針基本方針基本方針基本方針ととととスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール、、、、
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県経済県経済県経済県経済やややや産業形成等産業形成等産業形成等産業形成等へのへのへのへの効果効果効果効果についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 県県県県がががが進進進進めるめるめるめる先端医療産業開発拠点形成事業先端医療産業開発拠点形成事業先端医療産業開発拠点形成事業先端医療産業開発拠点形成事業についてについてについてについて、、、、具体的実施内容具体的実施内容具体的実施内容具体的実施内容とととと将来将来将来将来イメーイメーイメーイメー
ジジジジ、、、、さらにさらにさらにさらに今後今後今後今後のののの作業予定等作業予定等作業予定等作業予定等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 優良農地等優良農地等優良農地等優良農地等のののの担担担担いいいい手手手手へのへのへのへの集積促進集積促進集積促進集積促進にににに向向向向けけけけ、、、、農地中間管理機構農地中間管理機構農地中間管理機構農地中間管理機構のののの機能強化機能強化機能強化機能強化やややや耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄
地地地地のののの拡大拡大拡大拡大をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 国国国国においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、農林漁業者農林漁業者農林漁業者農林漁業者がががが取取取取りりりり組組組組むむむむ６６６６次産業化次産業化次産業化次産業化にににに対対対対しししし支援支援支援支援をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、６６６６次産業次産業次産業次産業
化化化化ネットワークネットワークネットワークネットワーク活動交付金活動交付金活動交付金活動交付金についてについてについてについて、、、、そのそのそのその支援内容支援内容支援内容支援内容とととと県県県県のののの活用活用活用活用についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 有害鳥獣有害鳥獣有害鳥獣有害鳥獣のののの被害被害被害被害がががが拡大拡大拡大拡大しているしているしているしている中中中中、、、、捕獲体制捕獲体制捕獲体制捕獲体制のののの強化強化強化強化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、狩猟免許狩猟免許狩猟免許狩猟免許のののの取得取得取得取得・・・・更新更新更新更新
手続手続手続手続のののの緩和緩和緩和緩和やややや捕獲捕獲捕獲捕獲にににに関関関関するするするする制度制度制度制度のののの運用改善運用改善運用改善運用改善、、、、クレークレークレークレー射撃場射撃場射撃場射撃場のののの整備等研修整備等研修整備等研修整備等研修・・・・指導体制指導体制指導体制指導体制をををを
拡充拡充拡充拡充することについてすることについてすることについてすることについて県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 国国国国のののの漁業用燃料価格高騰漁業用燃料価格高騰漁業用燃料価格高騰漁業用燃料価格高騰にににに対対対対するするするする支援支援支援支援についてについてについてについて、、、、県独自県独自県独自県独自のののの支援策支援策支援策支援策とともにとともにとともにとともに、、、、現行現行現行現行のののの漁漁漁漁
業者業者業者業者のののの負担割合負担割合負担割合負担割合をさらにをさらにをさらにをさらに軽減軽減軽減軽減するするするする措置措置措置措置をををを講講講講じていただきたいがじていただきたいがじていただきたいがじていただきたいが、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 日台漁業取日台漁業取日台漁業取日台漁業取りりりり決決決決めについてはめについてはめについてはめについては、、、、一定一定一定一定のののの妥結妥結妥結妥結をををを見見見見たようだがたようだがたようだがたようだが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容とととと今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しししし、、、、まままま
たたたた、、、、本取本取本取本取りりりり決決決決めによりめによりめによりめにより本県漁業者本県漁業者本県漁業者本県漁業者はははは多多多多くのくのくのくの被害被害被害被害をこうむっておりをこうむっておりをこうむっておりをこうむっており、、、、将来将来将来将来においてにおいてにおいてにおいて、、、、取取取取りりりり決決決決めめめめ
適用水域適用水域適用水域適用水域でのでのでのでの漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量のののの減少減少減少減少やややや漁場漁場漁場漁場のののの荒廃荒廃荒廃荒廃でででで周辺漁場周辺漁場周辺漁場周辺漁場のののの衰退衰退衰退衰退がががが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる。。。。本県漁業者本県漁業者本県漁業者本県漁業者
のこうむるのこうむるのこうむるのこうむる被害被害被害被害をををを救済救済救済救済するするするする漁業振興策漁業振興策漁業振興策漁業振興策をををを講講講講じることについてじることについてじることについてじることについて県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 農地農地農地農地のののの有効利用有効利用有効利用有効利用のののの継続継続継続継続、、、、農業経営農業経営農業経営農業経営のののの効率化効率化効率化効率化、、、、担担担担いいいい手手手手へのへのへのへの農地利用農地利用農地利用農地利用のののの集積集積集積集積・・・・集約化集約化集約化集約化のののの推推推推
進等進等進等進等がががが喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、農地中間管理機構関連事業農地中間管理機構関連事業農地中間管理機構関連事業農地中間管理機構関連事業についてについてについてについて、、、、そのそのそのその概要概要概要概要とととと実実実実
施施施施するするするする事業等事業等事業等事業等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 養豚業者養豚業者養豚業者養豚業者をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく経営環境経営環境経営環境経営環境はははは厳厳厳厳しさをしさをしさをしさを増増増増しているがしているがしているがしているが、、、、円安等円安等円安等円安等によるによるによるによる飼料高騰飼料高騰飼料高騰飼料高騰にににに対対対対してしてしてして、、、、
県県県県のののの適切適切適切適切なななな支援支援支援支援がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物のののの県外出荷県外出荷県外出荷県外出荷にににに対対対対するするするする流通条件不利性解消事業流通条件不利性解消事業流通条件不利性解消事業流通条件不利性解消事業がががが実施実施実施実施されているがされているがされているがされているが、、、、平成平成平成平成
26262626年度年度年度年度のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、対象品目対象品目対象品目対象品目についてについてについてについて見直見直見直見直しのしのしのしの状況状況状況状況はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定））））についてについてについてについて

((((1111)))) 政府政府政府政府はははは、、、、交渉力交渉力交渉力交渉力をををを駆使駆使駆使駆使しししし、、、、守守守守るべきものはるべきものはるべきものはるべきものは守守守守りりりり、、、、攻攻攻攻めるべきものはめるべきものはめるべきものはめるべきものは攻攻攻攻めめめめ、、、、国益国益国益国益にかなうにかなうにかなうにかなう最善最善最善最善
のののの道道道道をををを追及追及追及追及するとしていたがするとしていたがするとしていたがするとしていたが、、、、重要重要重要重要５５５５品目品目品目品目のののの中中中中でででで譲歩案譲歩案譲歩案譲歩案のののの検討検討検討検討をををを始始始始めたとのめたとのめたとのめたとの報道報道報道報道があるがあるがあるがある。。。。
そのそのそのその内容内容内容内容についてについてについてについて、、、、県県県県はははは情報情報情報情報をををを受受受受けているかけているかけているかけているか、、、、県内農業県内農業県内農業県内農業へのへのへのへの影響影響影響影響はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ交渉交渉交渉交渉へのへのへのへの対応対応対応対応をををを協議協議協議協議するするするする、、、、県県県県ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ対策本部対策本部対策本部対策本部をををを設置設置設置設置したがしたがしたがしたが、、、、現在現在現在現在までのまでのまでのまでの協議協議協議協議
状況状況状況状況とととと情報収集活動情報収集活動情報収集活動情報収集活動のののの展開方策展開方策展開方策展開方策、、、、県民県民県民県民へのへのへのへの情報提供情報提供情報提供情報提供についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて

((((1111)))) 政府政府政府政府はははは、、、、2015201520152015年度年度年度年度からからからから認可保育所認可保育所認可保育所認可保育所のののの短時間保育短時間保育短時間保育短時間保育についてについてについてについて、、、、月月月月48484848からからからから64646464時間時間時間時間のののの範囲範囲範囲範囲でででで市市市市
町村町村町村町村のののの認定認定認定認定にににに任任任任せるとしているようだがせるとしているようだがせるとしているようだがせるとしているようだが、、、、設定設定設定設定にににに応応応応じてじてじてじて、、、、利用者増利用者増利用者増利用者増やややや施設施設施設施設のののの整備整備整備整備がががが考考考考えらえらえらえら
れるがれるがれるがれるが、、、、県内認定保育所県内認定保育所県内認定保育所県内認定保育所においてにおいてにおいてにおいて、、、、対応対応対応対応はははは可能可能可能可能であるかであるかであるかであるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 防衛省防衛省防衛省防衛省はははは、、、、認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設にににに対対対対するするするする防音対策事業防音対策事業防音対策事業防音対策事業についてについてについてについて、、、、認可外保育施設指導監認可外保育施設指導監認可外保育施設指導監認可外保育施設指導監
督基準督基準督基準督基準をををを満満満満たしたたしたたしたたした施設施設施設施設をををを対象対象対象対象とするとするとするとする方針方針方針方針のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、本県本県本県本県のののの要求要求要求要求はははは全全全全てのてのてのての施設施設施設施設へのへのへのへの補助補助補助補助
であるであるであるである。。。。防衛相防衛相防衛相防衛相のののの回答回答回答回答とととと県県県県のののの対応対応対応対応はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((3333)))) 認可保育所認可保育所認可保育所認可保育所、、、、認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設のののの件数件数件数件数、、、、法人保育所法人保育所法人保育所法人保育所のののの件数件数件数件数、、、、今後今後今後今後のののの予定予定予定予定とととと課題等課題等課題等課題等についについについについ
てててて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの調査調査調査調査によればによればによればによれば、、、、資格資格資格資格がありながらがありながらがありながらがありながら保育士保育士保育士保育士のののの仕事仕事仕事仕事をををを希望希望希望希望しないしないしないしない潜在保育士潜在保育士潜在保育士潜在保育士のののの
半数近半数近半数近半数近くがくがくがくが待遇面待遇面待遇面待遇面にににに不満不満不満不満をををを持持持持っているっているっているっている。。。。保育士不足保育士不足保育士不足保育士不足がががが問題問題問題問題となっているとなっているとなっているとなっている中中中中でででで、、、、待遇改善待遇改善待遇改善待遇改善
などなどなどなど活用策等活用策等活用策等活用策等についてについてについてについて県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 政府政府政府政府はははは、、、、2017201720172017年年年年までにまでにまでにまでに待機児童解消加速化待機児童解消加速化待機児童解消加速化待機児童解消加速化プランプランプランプランにににに基基基基づきづきづきづき40404040万人万人万人万人のののの保育整備保育整備保育整備保育整備をををを進進進進めるめるめるめる
としているとしているとしているとしている。。。。そのそのそのその場合場合場合場合、、、、本県本県本県本県においてどのにおいてどのにおいてどのにおいてどの程度保育所程度保育所程度保育所程度保育所のののの創設創設創設創設やややや増改築増改築増改築増改築がなされがなされがなされがなされ、、、、どれだけどれだけどれだけどれだけ
のののの保育士保育士保育士保育士のののの確保確保確保確保がががが必要必要必要必要となるかとなるかとなるかとなるか。。。。またまたまたまた、、、、県県県県のののの待機児童対策行動指針待機児童対策行動指針待機児童対策行動指針待機児童対策行動指針とのとのとのとの関連等関連等関連等関連等についてについてについてについて
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 政府政府政府政府はははは、、、、2015201520152015年度年度年度年度からからからから新新新新たなたなたなたな子育子育子育子育てててて支援制度支援制度支援制度支援制度としてとしてとしてとして、、、、認可保育所認可保育所認可保育所認可保育所のののの利用要件利用要件利用要件利用要件をををを緩和緩和緩和緩和しししし、、、、
保護者保護者保護者保護者ががががパートタイムパートタイムパートタイムパートタイムやややや求職活動中求職活動中求職活動中求職活動中などでもなどでもなどでもなどでも認認認認めるほかめるほかめるほかめるほか、、、、大幅大幅大幅大幅なななな緩和緩和緩和緩和でででで育児中育児中育児中育児中のののの女性女性女性女性のののの
働働働働きやすいきやすいきやすいきやすい環境整備環境整備環境整備環境整備をををを図図図図るとしているるとしているるとしているるとしている。。。。利用対象者利用対象者利用対象者利用対象者がふえることががふえることががふえることががふえることが予想予想予想予想されるがされるがされるがされるが、、、、本県本県本県本県のののの
場合場合場合場合、、、、対応対応対応対応はははは可能可能可能可能であるかであるかであるかであるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 自動償還払自動償還払自動償還払自動償還払いまたはいまたはいまたはいまたは貸貸貸貸しししし付付付付けけけけ制度制度制度制度についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 離島離島離島離島・・・・過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域のののの振興振興振興振興についてについてについてについて
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((((1111)))) 離島住民離島住民離島住民離島住民のののの生活生活生活生活のののの安定安定安定安定をををを図図図図るためるためるためるため、、、、交通交通交通交通、、、、生活環境基盤等生活環境基盤等生活環境基盤等生活環境基盤等ユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービスのののの提提提提
供供供供がががが課題課題課題課題であるがであるがであるがであるが、、、、航路航路航路航路、、、、空路等交通手段空路等交通手段空路等交通手段空路等交通手段、、、、港湾機能港湾機能港湾機能港湾機能のののの整備整備整備整備、、、、上下水道上下水道上下水道上下水道のののの整備整備整備整備、、、、離島間離島間離島間離島間
をををを結結結結ぶぶぶぶ交通交通交通交通ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの整備等整備等整備等整備等、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの成果成果成果成果とととと今後今後今後今後のののの拡充方針拡充方針拡充方針拡充方針についてについてについてについて
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 過疎過疎過疎過疎・・・・辺地地域辺地地域辺地地域辺地地域におけるにおけるにおけるにおける若者若者若者若者のののの定着定着定着定着をををを図図図図るためるためるためるため、、、、沖縄県過疎地域自立促進計画沖縄県過疎地域自立促進計画沖縄県過疎地域自立促進計画沖縄県過疎地域自立促進計画にににに基基基基づづづづ
きさまざまなきさまざまなきさまざまなきさまざまな施策施策施策施策をををを推進推進推進推進しているがしているがしているがしているが、、、、関係市町村関係市町村関係市町村関係市町村におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状況状況状況状況とととと県県県県のののの支援支援支援支援につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 沖縄県離島体験促進事業沖縄県離島体験促進事業沖縄県離島体験促進事業沖縄県離島体験促進事業についてについてについてについて、、、、事業内容事業内容事業内容事業内容とととと経緯経緯経緯経緯、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの実績実績実績実績とととと期待期待期待期待されるされるされるされる効効効効
果果果果、、、、2014201420142014年度年度年度年度のののの予定件数予定件数予定件数予定件数についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 離島地域離島地域離島地域離島地域のののの水産業水産業水産業水産業のののの振興策振興策振興策振興策としてとしてとしてとして、、、、漁港漁港漁港漁港・・・・漁場等生産基盤漁場等生産基盤漁場等生産基盤漁場等生産基盤のののの整備整備整備整備やややや生産体制生産体制生産体制生産体制のののの強化強化強化強化、、、、
流通流通流通流通・・・・販売網販売網販売網販売網のののの確保確保確保確保についてについてについてについて県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 本県観光本県観光本県観光本県観光のののの将来展望将来展望将来展望将来展望についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成25252525年年年年のののの入域観光客数入域観光客数入域観光客数入域観光客数はははは、、、、過去最高過去最高過去最高過去最高のののの641641641641万余万余万余万余となったとなったとなったとなった。。。。そのそのそのその要因要因要因要因とととと今後今後今後今後ともともともとも好調好調好調好調をををを
維持維持維持維持するためのするためのするためのするための方策方策方策方策、、、、平成平成平成平成26262626年年年年のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 2021202120212021年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける観光客観光客観光客観光客1000100010001000万人達成万人達成万人達成万人達成にににに向向向向けけけけロードマップロードマップロードマップロードマップ作成作成作成作成にににに着手着手着手着手するようだがするようだがするようだがするようだが、、、、計計計計
画画画画はははは１１１１年年年年ごとのごとのごとのごとの数値目標数値目標数値目標数値目標をををを定定定定めめめめ誘客戦略誘客戦略誘客戦略誘客戦略をををを設定設定設定設定するするするする中長期計画中長期計画中長期計画中長期計画とととと位置位置位置位置づけるとしているづけるとしているづけるとしているづけるとしている。。。。
ビジットビジットビジットビジットおきなわおきなわおきなわおきなわ計画計画計画計画とのとのとのとの違違違違いといといといと第第第第５５５５次県観光振興基本計画次県観光振興基本計画次県観光振興基本計画次県観光振興基本計画とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性についてについてについてについて伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((3333)))) 大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ誘致誘致誘致誘致についてについてについてについて、、、、本県本県本県本県においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方やややや運営運営運営運営のありのありのありのあり方等方等方等方等をををを含含含含めめめめ検検検検
討討討討をををを進進進進めているがめているがめているがめているが、、、、そのそのそのその経済効果経済効果経済効果経済効果がががが大大大大きいことからきいことからきいことからきいことから全国的全国的全国的全国的にににに誘致計画誘致計画誘致計画誘致計画がががが過熱過熱過熱過熱しておりしておりしておりしており、、、、アアアア
ジアジアジアジア諸国諸国諸国諸国でもでもでもでも誘致取誘致取誘致取誘致取りりりり組組組組みをみをみをみを強強強強めているめているめているめている。。。。県県県県はははは、、、、立地場所立地場所立地場所立地場所をををを含含含含めめめめ取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを加速加速加速加速するするするする必必必必
要要要要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 外国人観光客誘致外国人観光客誘致外国人観光客誘致外国人観光客誘致にににに期待期待期待期待できるできるできるできるクルーズクルーズクルーズクルーズ船船船船のののの寄港寄港寄港寄港がががが、、、、今年今年今年今年はははは最多最多最多最多となるとなるとなるとなる見通見通見通見通しのようだしのようだしのようだしのようだ
がががが、、、、県内県内県内県内のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制とととと寄港数増加寄港数増加寄港数増加寄港数増加にににに伴伴伴伴うううう臨港環境臨港環境臨港環境臨港環境のののの整備状況整備状況整備状況整備状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおけるスポーツキャンプスポーツキャンプスポーツキャンプスポーツキャンプはははは、、、、プロプロプロプロ野球野球野球野球ややややサッカーサッカーサッカーサッカーなどなどなどなど、、、、年年年年々々々々増加増加増加増加しししし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ののののＰＲＰＲＰＲＰＲやややや
将来将来将来将来プロスポーツプロスポーツプロスポーツプロスポーツをををを見見見見るるるる子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに希望希望希望希望をををを与与与与えているえているえているえている。。。。県県県県としてとしてとしてとして今後今後今後今後ともさらなるともさらなるともさらなるともさらなるキャンプキャンプキャンプキャンプ
のののの定着定着定着定着をををを図図図図るためのるためのるためのるための取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 米映画米映画米映画米映画テーマパークテーマパークテーマパークテーマパーク、、、、ユニバーサルユニバーサルユニバーサルユニバーサル・・・・スタジオスタジオスタジオスタジオ・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン（ＵＳＪ）（ＵＳＪ）（ＵＳＪ）（ＵＳＪ）がががが同様同様同様同様ななななテーマパークテーマパークテーマパークテーマパークをををを
新設新設新設新設するするするする方針方針方針方針をををを明明明明らかにしたとのらかにしたとのらかにしたとのらかにしたとの報道報道報道報道がありがありがありがあり、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄もももも有力候補有力候補有力候補有力候補というというというという。。。。県県県県としてとしてとしてとして情報情報情報情報のののの収収収収
集集集集とととと積極的積極的積極的積極的なななな誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動をををを行行行行うううう必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。


